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原  文 左の原文を枠内に英訳して下さい 

医薬品生物学的同等性試験等相談 Consultations on drug  

異なる剤形の生物学的同等性試験 Bioequivalence study for  

両群の平均年齢はほぼ同等であった。 The mean age  

全死因死亡率《総死亡率》は各群とも同等であった。 All-cause mortality was  

薬剤 A 及びプラセボは両方とも同等の粘性《粘度》を示す。 Both Drug A  

大気圧と同等にするため開放する。 Open to make  

これらの数値は生物学的同等性の基準（0.80～1.25）を満たした。 These values met  

尿流率は検討したすべての試験用量で同等に改善した。 Urinary flow rates  

A 群及び B 群はすべてのスケールで同等のスコアを示した。 Group A and  

幼若なラット及びサルと成熟したラット及びサルの曝露量は同等であった。 Juvenile and adult  

このように、これらの 2 製剤は同等と考えられた。 Thus, the two  

全体として、薬剤 A と薬剤 B は同等の安全性プロファイルを示した。 Overall, Drug A  

色素ありの皮膚及び色素なしの皮膚の AUC 値は同等であった。 AUC values for  

ホルモン療法単独で同等の結果を得ることが可能である。 Equivalent results may  

組織学的変化は１番目の試験と同等であった。 Histologic changes were  

薬剤 A の最高血中濃度は各群とも同等であった。 Maximum Drug A  

それは生物学的同等性が確認されるかどうかにかかっている。 It depends on  

他の研究者からも同等の生存率推定値が報告されている。 Other investigators have  

Tmax 中央値は 6 時間で、1 日目と 14 日目で同等であった。 The median Tmax  

妊娠期には摂餌量が各群とも同等であった。 Food consumption was  

この成績は小児を対象とした調査で得られたデータと同等している。 The results are  

同等レベルの品質保証を確保する必要がある。 It is necessary  

これらの代謝物の AUC0-t 値は両群とも同等であった。 The AUC0-t values  

薬剤 A の投与量は薬剤 B と同等になるように選択した。 The dose of  

バイオアベイラビリティ試験・生物学的同等性試験のために第三者機関に

送付される試料 

samples sent to  

また、両群とも出血の頻度は低く、同等であった。 In addition, both  

このように、これらの診断検査の同等性が証明された。 Thus, the concordance  

有害事象の発現頻度は低く、各試験とも同等であった。 Frequencies of adverse  

骨ページェット病は男性及び女性に同等の頻度でみられる。 Paget's disease of  

薬剤 A の曝露量は初回投与後も最終投与後も同等であった。 The exposure to  

投与量減量の回数は投与群間で同等であった。 The number of  

開存率は ePTFE 又は PU の人工血管と同等以上である。 The patency rates  

両投与群ともベースラインの人口統計学的特性に関して同等であった。 Both treatment groups  

これらの化学療法レジメンは安全性プロファイル及び服薬遵守状況が同

等であった。 

The chemotherapy regimens  

それらの発現頻度は全般的に高齢患者及び若年患者とも同等であっ

た。 

The frequencies were  
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終末相の推定消失半減期は 3 剤とも同等であった。 Estimated terminal elimination  

薬剤 A の用量相関性の効果は異なる年齢の患者間でも同等であった。 The dose-related effect  

これらの研究者は、薬剤 A の 3 用量はいずれも安全性が薬剤 B と同等と

結論した。 

The investigators concluded  

両薬剤の食欲抑制効果は同等である。 The pharmacologic effect  

本試験が中止となった被験者の割合は各投与群とも同等であった。 A similar percentage  

緑膿菌角膜炎モデルにおいて、薬剤 A は効力が薬剤 B と同等であること

が示された。 

In the P.  

前立腺切除術と放射線療法による 10 年生存率は同等であった。 The 10-year survival  

薬剤 A は、有効用量で投与したとき、NSAID を治療域用量で投与したと

きと同等の有効性を示した。 

Drug A, at  

5.0mg の場合、薬剤 A を溶液で投与したときの曝露量と錠剤で投与した

ときの曝露量は同等であった。 

At 5.0 mg,  

これら 2 投与群の人口統計学的特性及びベースライン特性は同等であっ

た。 

Demographic and baseline  

薬剤 A は、薬剤 B によって誘発されるレベルと同等の抗体レベルを誘発し

た。 

Drug A induced  

薬剤 A 及び薬剤 B の抗痙攣作用は幼若動物において同等であった。 The anticonvulsant effects  

すべての投与群が人口統計学的特徴及び疾患重症度に関して同等で

あった。 

All treatment groups  

これらの結果が示すように、薬剤 A 及び薬剤 B は眼圧降下作用が同等

であった。 

The results show  

薬剤 A 群における肺内ウイルス力価は対照群と同等であった。 The lung virus  

軽度ないし中等度のうつ病の患者において、薬剤 A は薬剤 B と同等の有

効性を示す。 

Drug A has  

厚紙又は同等の材質のものでコピーを 10 部ずつ綴じてください。 Please individually mount  

中心コンパートメントの平均分布容積は薬剤 A 及び薬剤 B とも同等であ

った。 

The mean central  

200mg の 1 日 1 回投与後及び 50mg の 1 日 4 回投与後の総曝露量は

同等であった。 

The total exposure  

6 カ月後、薬剤 A 及び薬剤 B は同等のプラーク沈着予防効果及び歯肉

炎予防効果を示した。 

At six months,  

薬剤 A 又は薬剤 B により虚血性梗塞が著しく縮小した。両剤は効力が

同等であった。 

Drug A or  

ABC 受容体及び DEF 受容体に対する薬剤 A の結合親和性は薬剤 B

と同等であった。 

The binding affinity  
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主代謝物である M1 は、血漿からの消失速度が親化合物と同等であっ

た。 

The major metabolite,  

このように、既存の方法と有効性が同等の新しい治療法が求められてい

る。 

Thus, new treatment  

薬剤 A 群の体重増加量は交配期間中に対照値と同等であった。 Body weight gain  

薬剤 A は安全かつ忍容性良好で、安全性プロファイルは薬剤 B と同等で

あった。 

Drug A was  

これらの有害事象の発現頻度は 5mg 群及び 10mg 群とも同等であった。 The frequency of  

これらの IC50 値はヒト CD4 陽性 T 細胞の阻害でみられた数値と同等で

あった。 

The IC50 values  

この5年間の終了時、延命1年間あたりの費用は両群とも同等であった。 At the end  

これら 2 製剤の同等性・同質性は品質試験及び非臨床試験で証明され

た。 

Comparability of the  

すべての非選択的ドパミン刺激薬は ABC 受容体及び DEF 受容体に同

等の親和性で結合する。 

All non-selective dopamine  

我々の目標は、リンパ腫に対するレジメンと同等の骨髄腫に対するレジメ

ンを開発することである。 

Our goal is  

ランダム化により、ベースラインの特徴及び回答能力が同等の 2 つの群が

設定された。 

Randomization created two  

血清中における薬剤 A の見かけの消失半減期は硝子体液の場合と同

等であった。 

The apparent elimination  

薬剤 A で報告された有害事象の総発現率はプラセボの場合と同等であ

った。 

The overall incidence  

全奏効率（ORR）の比及び全奏効率の差は同等性マージンの範囲内で

あった。 

The overall response  

これらの信頼区間が同等性の区間内であったならば、同等性があると判

断した。 

If the confidence  

これらの結果から、変更前後の原薬の同等性・同質性が証明されてい

る。 

The results have  

同等の期間にわたって標準的な切開型修復を受けた患者 50 例との比

較を行った。 

Comparison was made  

したがって、本試験において製剤 A と製剤 B の生物学的同等性が確認さ

れた。 

Therefore, the bioequivalence  

結合親和性の点で、薬剤 A と薬剤 B は膀胱のムスカリン受容体に対して

同等の効力を示す。 

In terms of  

経過観察は本品の半減期と同等の期間にわたって続けることとする。 Monitoring should continue  

同等の用量を検討した 26 週間試験では、顕微鏡的骨変化はなかった。 No microscopic bone  
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当機関は政府の委託を受けて医薬品の同等性審査を行っている。 The Organization is  

この場合も再発率は両群ともに同等であった（33％対 36％、P=0.71）。 The relapse rate  

主な薬物動態パラメータの推定値は男女の両群とも同等であった。 Estimates of principal  

薬剤 A の血清中濃度は皮下注射後に認められるレベルと同等であった。 Serum Drug A  

販売用錠剤は治験用錠剤と生物学的に同等である。 The to-be-marketed tablet  

市販の製剤を生物学的同等性試験の標準品として使用することができ

る。 

Commercially available drug  

薬剤 A は、最も広く用いられている既存の鎮痛薬のいくつかと同等である

か、それよりも優越性を示す。 

Drug A is  

薬剤 A 群、薬剤 B 群、インターフェロン群で肝組織像に同等の改善が認

められた。 

Similar improvement in  

申請されている市販用製剤の有効性は旧製剤のものと同等であった。 The efficacy of  

この方法は選択性についてバリデーション済であり、会社 A の方法との同

等性が示されている。 

The method has  

げっ歯類及びイヌにおける薬剤 A の半減期は同等で、約 0.5～1 時間の

範囲であった。 

In rodents and  

同等の軟便及び下痢が低用量群及び中用量群に認められた。 Soft feces and  

ラットを用いた試験により、薬剤 A は血漿中濃度と同等の濃度で乳汁中

に移行することが示されている。 

Studies in rats  

薬物動態パラメータはロット間で同等であり、曝露量もほぼ同じであった。 The pharmacokinetic parameters  

薬剤 A の単回投与による感染症予防効果は薬剤 B の 10 回連日注射

と同等である。 

A single dose  

ヘモグロビンの平均値は術後期間を通じて両投与群とも同等であった。 Mean hemoglobin levels  

全体として、投与された患者の人口統計学的特性は 6 試験とも同等で

あった。 

Overall, the demographic  

これらの効果は、薬剤 A 又は薬剤 B で観察されたものと同等の大きさか、

あるいはそれよりも小さかった。 

The effects were  

しかし、3 回目以降の投与による作用強度及び作用持続時間は 2 回目

と同等である。 

However, the third  

日本は、GMP が同等のレベルである国と GMP 承認についての相互合意

を締結している。 

Japan has concluded  

その上、錠剤は吸収量及び吸収速度の点でカプセル剤と生物学的に同

等であった。 

Moreover, tablets were  

これらの分析法は類似しており、工程の同等性・同質性評価に適してい

ることが証明された。 

The analytical methods  
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我々は、治療中の転倒回数を確かめ、さらに非使用者についても同等の

追跡調査期間中の転倒回数を確かめた。 

We ascertained the  

骨髄の腫瘍浸潤のある患者もない患者も薬剤 A 投与による効果は同等

である。 

Patients with or  

この増加幅はモルヒネで認められたものと同等であったが、薬剤 B で認めら

れたものよりもはるかに小さかった。 

The increase was  

反復投与時の薬物動態は単回投与時の薬物動態と同等であり、単回

投与時の薬物動態から予測可能である。 

The multiple dose  

6 カ月後における一次開存率及び二次開存率は、PTFE 人工血管で報

告された他のデータと同等であった。 

Primary and secondary  

Cmax 及び AUC の幾何平均値の比（製法 C／製法 B）は生物学的同

等性の基準（0.80～1.25）を満たした。 

Geometric mean ratio  

薬剤 A の薬物動態は錠剤も液剤も同等であることが確認された。 The pharmacokinetics of  

以下の理由から、ワクチン A では日本人においても同等の有効性が期待

できる。 

Vaccine A is  

薬剤A はこれらの試験において忍容性が良好で、安全性プロファイルは薬

剤 B と同等であった。 

Drug A was  

日本人被験者を対象とした試験により、150mg 2 錠と 300mg 1 錠の生物

学的同等性が確認された。 

Study in Japanese  

さらなる試験は、両方の年齢層が薬物療法に対して同等の効果を示す

かどうかを確認するのに役立つと考えられる。 

Further studies may  

同社は、この疾患の治療又は診断に利用可能な同等のデバイスがないこ

とも示さなければならない。 

The company also  

ABC 検査と DEF 検査の同等性を評価したところ、陽性一致率は 80.0％

であった。 

The concordance between  

ITT 集団における Product A 及び Product B の生物学的同等性の解析

データを表 10 に提示する。 

Bioequivalence analysis data  

感染症は薬剤 A 群（2.0％）及び溶媒投与群（2.5％）に同等の発現率で

認められた。 

Infection was observed  

薬剤A に関する注射部位反応の発現頻度は薬剤Bの添付文書に報告

されているものと同等である。 

The frequency of  

薬剤 A の単回投与による Cmin 値は、併用療法の有無を問わず、同等

であった。 

Drug A single  

また、死亡例数及び重度感染症の発現率も両投与群で同等であった。 In addition, the  

胚性幹細胞に関する規則と同等の規則は iPS 細胞《誘導多能性幹細

胞》にはまだ存在していない。 

Rules comparable to  

上記の工程変更に伴い、品質特性に関する同等性・同質性評価が実

施された。 

In association with  
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あるいは、弱い真空下におけるワンステップ蒸留によっても同等の純度のグ

ルタルアルデヒドが得られる。 

Alternatively, a single-step  

両投与群とも足関節・上腕血圧指数（ABI）の平均値に同等の著しい改

善を示した。 

Both treatment groups  

結論として、ABC 製剤は日中の平均眼圧を下げる効果が DEF 製剤と同

等であった。 

In conclusion, the  

この中間解析は許容できる安全性成績を示し、薬剤 B で認められた成

績と同等又はそれよりも優れていた。 

The interim analysis  

96 週目に HBeAg の消失を達成した奏効例の割合は各投与群とも同等

であった。 

The proportion of  

これらの結果により、薬剤 A は薬剤 B と同等の骨折予防効果を示すこと

が証明された。 

The results demonstrated  

薬剤A の速放（IR）錠剤と IR 液剤は空腹条件下で生物学的に同等であ

った。 

Drug A immediate  

これらの低い代謝率は健康被験者で深い全身麻酔時に報告されている

ものと同等である。 

These low metabolic  

アレルギー性接触皮膚炎のブタモデルにおいて、薬剤 A は最も強力なステ

ロイド外用剤である薬剤 B と同等の効力を示す。 

In a porcine  

薬剤 A の薬物動態パラメータは日本人被験者と白人被験者において同

等であったと記述されている。 

It is described  

90％信頼区間は Cmax 及び AUC の両方とも 0.80～1.25 の同等性の範

囲内に入っていた。 

The 90% confidence  

申請されている市販用製剤（10mg 錠、50mg 錠、100mg 錠）の生物学

的同等性が確立された。 

The bioequivalence of  

見かけの平均消失半減期は 90～100 時間の範囲で、すべての用量群で

同等であった。 

The mean apparent  

実施された生物薬剤学試験は、溶出試験、食事の影響試験、生物学

的同等性試験である。 

Biopharmaceutic studies conducted  

糞中回収率は経口投与量の 61％を占め、静脈内投与後の 60％と同

等であった。 

Fecal recovery accounted  

アレルギー性鼻炎の治療において、薬剤 A の 1 日 1 回投与は 1 日 2 回

投与と同等の有効性を示す。 

Once-daily dosing of  

安定性試験は進行中であるが、これまでのデータはフェーズ II ロットとフェー

ズ III ロットの同等性・同質性を示している。 

The stability study  

吸収速度及び吸収量が互いに同程度であれば、2 製剤は生物学的に

同等である。 

Two drug products  

肺内ウイルス力価が薬剤 A 群と同等であった対照群においては死亡が認

められなかった。 

No death occurred  

特記される有害事象は、両投与群とも同等の割合の患者に報告され

た。 

Adverse events of  
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得られているエビデンスから、リンパ系癌の患者及び固形癌の患者は薬剤

A の投与で同等の効果を示すと考えられる。 

Available evidence suggests  

報酬及び強化の動物モデルにおいて、薬剤 A は等鎮痛量でモルヒネと同

等の効力を示した。 

In animal models  

薬剤 A の曝露量は、薬剤 A を空腹時投与した場合も食後投与した場

合も同等であった。 

The extent of  

これらの項目において薬剤A で達成された平均的な有効性は、薬剤Bで

達成された有効性と同等であった。 

The mean degree  

着床数並びに黄体数について求められた平均値はすべての群で同等で

あった。 

The means obtained  

健康被験者 30 例で行われた単回投与試験により、1mg カプセルと 5mg

カプセルの生物学的同等性が確認された。 

A single dose  

細菌性結膜炎は、すべての人種、男女、すべての年齢層において同等の

頻度で起こる。 

Bacterial conjunctivitis occurs  

会社Aは、ヒトのバイオアベイラビリティ及び生物学的同等性のデータ提出

について要件からの適用除外を求めている。 

Company A requests  

その上、他の肝機能異常の発現率も X 集団と Y 集団の間で同等であっ

た。 

Moreover, the incidence  

有効成分の品質特性については変更前と変更後の同等性・同質性が

確認されている。 

The comparability of  

1 日総用量が 200mg ならば、100mg を 1 日 2 回投与しても 200mg を 1

日 1 回投与しても効果は同等であることが示されている。 

A total daily  

Product A 及び Product B は薬剤 A の AUC0-t、Cmax、AUC0-∞に関

して生物学的に同等ではないと判定された。 

Product A and  

生後 0 日目に出生児生存率の低下が起こったが、そのときの曝露量はヒ

トの予想曝露量と同等であった。 

Reduced pup survival  

これに続いて、治験用製剤と申請されている市販製剤の生物学的同等

性についての概要を示す。 

This is followed  

当初、薬剤 A は製造コストが薬剤 B と同等と考えられたことから、価格設

定も同様になる可能性が高かった。 

Drug A was  

肺以外の呼吸器系組織への薬剤 A の移行性は肺への移行性と同等と

考えられた。 

The distribution of  

HBeAg セロコンバージョンを達成した被験者の累積割合は 2 投与群間で

同等であった。 

The cumulative proportion  

ジェネリック医薬品はその先発医薬品と同等であることが生物学的同等

性試験等によって証明されている必要がある。 

The equivalence of  

薬剤 A 及び薬剤 B で高頻度に報告されているジスキネジアの発現率は

両薬剤とも同等と思われた。 

The incidence of  

液剤と凍結乾燥製剤の刺激性は、局所耐性試験において同等であるこ

とが確認された。 

The irritation potential  
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経口懸濁液用粉末と錠剤との生物学的同等性は小児集団で検討され

ていない。 

Bioequivalence between the  

本試験における光毒性量は 20J/cm²で、これは長時間の野外活動時の

太陽光曝露量と同等である。 

A phototoxic dose  

HBV ワクチンの接種率は新ガイドラインの発行から 3 年以内で他のワクチ

ンの接種率と同等である。 

HBV vaccine has  

これらの患者はベースラインの ABC レベル別に層別化し、ベースライン

ABC 値が各投与群とも同等になるようにした。 

The patients were  

別の保存的治療であるホルモン療法の成績はより積極的なアプローチの

成績と同等である。 

The results of  

ポリウレタン（PU）人工血管は早期穿刺が可能であり、早期及び中期の

開存率が ePTFE と同等である。 

Polyurethane (PU) grafts  

口渇を除いて、その他の副作用はいずれも投与群及びプラセボ群に同等

の頻度でみられた。 

Aside from dry  

薬剤 A 投与後の血圧の低下幅は薬剤 B の投与後と同等であった。 The decrease in  

リネゾリドは小児患者において忍容性が良好で、合併症のない皮膚感染

症の治療効果はセファドロキシルと同等である。 

Linezolid is well-tolerated  

30～60msec の範囲で高値を示した患者数はプラセボ群及び投与群とも

同等と思われる。 

The number of  

生物学的同等性試験のデータから、薬剤 A 100mg 錠と薬剤 A 200mg

錠は生物学的に同等であることが証明された。 

The bioequivalence study  

HepG2 細胞を薬剤 A 10µM で 20 日間処理したとき、乳酸値は無処置

対照細胞と同等であった。 

HepG2 cells treated  

リツキシマブとグルココルチコイドの併用投与は、シクロホスファミドとグルココ

ルチコイドの併用投与と同等の寛解導入効果を示す。 

Rituximab plus glucocorticoids  

主たる解析から除外された被験者の割合は小さく、2 投与群とも同等で

あった。 

The percentage of  

薬剤 A の相対用量強度は 4 コホートすべてにおいて同等で、目標用量の

250mg/m²/週に非常に近かった。 

The relative dose  

これらの結果が示すように、製剤Aの溶出挙動はどちらの含量でも製剤B

と同等であった。 

The results showed  

薬剤 A は薬剤 B と同等のクリアランス速度を示したのに対して、薬剤 C は

クリアランスが薬剤 A 又は薬剤 B のどちらよりも速かった。 

Drug A had  

手術（又は同等の処置）が根治を意図するものである場合、手術前に部

分奏効（PR）であることを確認することとする。 

If surgery (or  

治験薬の投与中止に至った有害事象の数は少なく、すべての投与群で

同等であった。 

The number of  

合併症のない大うつ病（MDD）において SRI 抗うつ薬及び non-SRI 抗うつ

薬に同等の有効性が証明されている。 

Comparable efficacy has  
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薬剤 A 及び薬剤 B は化合物 A の拮抗薬で、化合物 A 分子にほぼ同等

の力で結合することによって作用する。 

Drug A and  

薬剤Aは、広く使用されているアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬と

同等の有効性又はそれ以上の有効性を示す。 

Drug A shows  

C57Bl/6J を用いた経口ブドウ糖負荷試験において、薬剤 A はグリブリドと

同等の血糖降下作用を示した。 

In an oral  

また、放射能濃度推移を基準にすると、気管移行性と肺移行性は同等

であることが確認された。 

In addition, the  

輸血による鉄過剰症を伴う鎌状赤血球症を対象とした薬剤 A と薬剤 B

の第 II 相試験では、安全性プロファイルが同等であった。 

A phase II  

腸溶コーティングのミコフェノール酸ナトリウムは、新規腎移植患者におい

て、ミコフェノール酸モフェチルと治療効果が同等である。 

Enteric-coated mycophenolate sodium  

要約すると、検討した 4 通りの塗布時間は、再発、美容上の結果、安全

性の点で同等と思われた。 

In summary, the  

これらの薬剤を同等の用量で比較した試験により、薬剤 A は薬剤 B より

も穏やかに心拍数を下げることが示された。 

Comparison studies between  

シクロスポリンはアザチオプリンとほぼ同等の効果を示し、重症筋無力症の

治療で使用されることが多くなっている。 

Cyclosporine is approximately  

E2F2 変異マウスは、巨赤芽球性貧血の患者に認められるものと同等の

赤血球系成熟異常を示す。 

E2F2 mutant mice  

重大な腎疾患又は肺胞出血のある患者の治療においてもリツキシマブは

シクロホスファミドと同等の効果を示した。 

Rituximab was also  

基本語（PT）別の有害事象の発現率は全般的に各投与群とも同等で、

特定の傾向はなかった。 

The incidence of  

薬剤 A の錠剤は空腹時に液剤と同等のバイオアベイラビリティを示した。 The tablet formulation  

生存率は、一般集団の生存率と同等から一般集団の生存率よりも約

10％低い生存率までの範囲に及ぶ。 

Survival ranges from  

このデータに基づき、CHO 由来の製剤はハイブリドーマ由来の製剤と生化

学的に同等であると結論される。 

Based on the  

授乳ラットに単回経口投与したとき、薬剤 A はラット乳汁中に母体血漿

中濃度と同等の濃度で検出された。 

Following a single  

薬剤 A に特有の有害事象の発現頻度は薬剤 A の投与について文献報

告されている頻度と同等であった。 

Frequencies of adverse  

薬剤 A 及び薬剤 B は E. faecalis に対して in vitro で同等の効果を示し、

MIC90 値は薬剤 A が 5µg/mL、薬剤 B が 6µg/mL であった。 

Drug A and  

選択的シクロオキシゲナーゼ2 阻害薬は、従来型のNSAID と同等以上の

鎮痛効果及び抗炎症効果を示す。 

Selective cyclooxygenase-2 inhibitors  

無病生存率の差は 0.3％で（TLH のほうが優れ、95％信頼区間-5.5％

～6.1％、P＝.007）、同等性基準を満たしていた。 

The disease-free survival  
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表 10 に示すように、薬剤 A 及びフルコナゾール（200mg の 1 日 1 回投与）

は食道カンジダ症に対して同等の有効率を示した。 

Drug A and  

100mg の 1 日 2 回投与と 200mg の 1 日 2 回投与は全般に同等の効果

を示したが、一部の患者では 200mg の 1 日 2 回投与でより大きなベネフ

ィットが得られることがある。 

Although 100 mg  

薬剤 A の硫酸抱合体に対するラット及びイヌの全身曝露量は臨床用量

10mg での全身曝露量よりも少ないか、同等であった。 

Systemic exposure of  

化合物 A 及び化合物 B は、in vitro においてそれぞれキヌプリスチン及び

ダルホルビシンと同等の抗菌活性を有する。 

Compound A and  

ヒト等価用量（HED）：ヒトに投与したとき、動物に対する投与で得られる

効果と同等の効果を示す用量。 

Human equivalent dose  

薬剤 A 群の被験者のほうが疾患 A の罹病期間は長かったが、過去 12 カ

月間の平均増悪回数は同等であった。 

Subjects in the  

50mg の週 1 回投与と同等の有効性及び安全性を有する治療選択肢と

して 100mg の 2 週 1 回投与《隔週投与》が新たに追加された。 

The 100 mg  

治験の主要評価項目は再発率とし、両群とも同等であることが示された

（15％対 10％、P=0.94）。 

The primary endpoint  

化合物A及び化合物Bは同等の薬理作用を速やかに示すが《即効性で

あるが》、両化合物は構造的類似性が少ない。 

Although Compound A  

CT 血管造影検査は、後に血行再建術を受ける患者を特定する能力の

点で従来型の血管造影検査と同等であった。 

CT angiography was  

しかし、最高血漿中薬剤濃度（Cmax）の信頼区間（CI）は生物学的同

等性の認容範囲内になかった。 

However, the confidence  

PK データ及び PD データから同等と結論されるという条件で、臨床項目に

ついて有効性試験を実施する必要はなくなると予想される。 

Provided that equivalence  

このワクチンに含まれる菌株は、当時用いられていた不活化インフルエンザ

ウイルスワクチンの菌株と抗原性の点で同等であった。 

The strains included  

上記試験において、動物に対するこれらの不純物の投与量は最大臨床

投与量と同等又はそれ以上であった。 

In the studies,  

個体間のばらつきが大きかったが、両試験におけるこれらのパラメータの範

囲はほぼ同等と考えられた。 

Although variations among  

10 日間以上投与された被験者における肝トランスアミナーゼ上昇の発現

率は低く、すべての投与群で同等であった。 

The incidence of  

これら 2 つの化合物は、電気刺激に対するヒト膀胱標本の反応の阻害に

関して同等の効力を示す。 

The two compounds  

品質特性についての同等性・同質性評価により、変更前の製剤が変更

後の製剤と同等・同質であることが示された。 

The comparability assessment  

したがって、100mg 錠と最終製剤である 200mg 錠は生物学的に同等と

判定された。 

The formulation of  

これらのウサギは年齢（月齢）及び体重が同等であったが、カニクイザルは The rabbits were  



11 

年齢及び体重にばらつきがあった。 

投与量が同等のとき、疾患 A の患者における薬物動態は健康被験者と

ほとんど同じと思われた。 

At comparable dose  

薬剤 A 用量の 10％と薬剤 B 用量の 30％を併用投与したとき、各剤を

単独投与したときと同等の有効性が得られた。 

Equivalent efficacy with  

in vitro において、薬剤 A は下垂体前葉細胞からのドパミンによるプロラク

チン放出抑制を回復させる効力が薬剤 B と同等であった。 

In vitro, Drug  

特記されるのは、その他の心拍数及び心リズム障害については、いずれも

薬剤 A 群における発現率がプラセボ群と同等又はそれよりも低かったこと

である。 

It is noteworthy  

生存データが同等であったことに基づき、薬剤 A 投与患者とプラセボ投与

患者の臨床転帰は類似していると思われた。 

Based on comparable  

各来院時（1、4、12 週目）における薬剤A 群の平均眼圧下降量はチモロ

ール群と同等か、それよりも大きかった。 

Mean IOP reduction  

薬剤 A と薬剤 B の薬物動態パラメータを同等性について統計学的に比

較したときの結果を表 1 に示す。 

The results of  

薬剤 A はラットにおいて血漿よりも赤血球にわずかに多く分布し、ヒトにお

いて赤血球と血漿にほぼ同等に分布した。 

Drug A was  

死亡率は 10.0％であったが、これは同じ重症度のアルツハイマー病に罹患

した別の患者コホートで報告されている値と同等である。 

The death rate  

薬剤 A の作用は、認知機能障害を引き起こすことがよく知られている薬

剤 B の作用と同等であった。 

The effects of  

24 週間の無治療追跡調査期間を通じて効果が持続した被験者の割合

は各投与群とも同等であった。 

The proportion of  

作用機序が異なる抗凝固薬は、同等の治療効果を示す用量でも、凝

固検査で大きく異なる結果を示すことがある。 

Therapeutically equivalent doses  

これらの各試験集団において、有害事象の大半は薬剤A投与被験者及

び薬剤 B 投与被験者とも同等の頻度で起こった。 

Within each of  

当局は、試験間の試験デザインや被験者背景の異同等を踏まえて、その

原因を説明するよう申請者に求めた。 

The Authority asked  

これらの患者における薬剤 A 濃度の低下幅は、検討対象とした両用量と

も健康被験者での観測値と同等であった。 

The degree of  

本試験における新生児巨人症及びその合併症の発現率は 6％で、別の

試験集団で報告されている 5～8％と同等であった。 

The incidence of  

最も多い臨床検査値異常は貧血及び血小板減少症で、これらは両投

与群に同等の頻度でみられた。 

The most common  

本試験の主要目的は、ニコチンの薬物動態に関して薬剤 A と薬剤 B の

生物学的同等性を証明することである。 

The primary objective  

薬剤 A は広域スペクトルの微生物に対して有効で、グラム陽性菌とグラム Drug A, which  
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陰性菌の両方に対して同等の効果を示す。 

関節炎の患者を対象とした試験では、非特異的 COX 阻害薬でみられた

発現率と同等の発現率で末梢浮腫が観察されている。 

In studies in  

薬剤 A＋薬剤 B とインキュベートした PBMC の増殖の程度は薬剤 A 単

独とインキュベートした PBMC のものと同等又はそれよりも小さかった。 

The degree of  

この新しい半透明経皮パッチが既存のパッチに取って代わると予想される

ことから、これら 2 つのパッチの生物学的同等性を評価する必要がある。 

The new semi-transparent  

Cmax の両側 90％信頼区間の上限値は生物学的同等性の許容基準

である 0.80～1.25 の範囲を上回った。 

The upper limit  

例数は少なかったが、ALT 高値及び AST 高値を示した患者の割合は薬

剤 A 投与患者及びプラセボ投与患者とも同等であった。 

Although the numbers  

有害事象は、薬剤 A 投与時にプラセボ投与時と同等の割合の患者に報

告され、薬剤 A との用量反応関係を示すエビデンスはなかった。 

Adverse events were  

この変異体を接種した部位は、親細胞株を接種した部位で認められた

速度と同等の速度で丘疹及び膿疱の形成を示した。 

Sites inoculated with  

薬剤 A を単回経口投与したとき、体循環における代謝物 A の濃度は未

変化体の濃度と同等であった。 

The concentrations of  

15～18歳の青年層におけるうつ病の生涯有病率は14～15％と推定され

ており、これは成人の場合と同等である。 

The lifetime prevalence  

薬剤 A が無増悪期間の点で薬剤 B と同等あるいはそれよりも優れている

ならば、規制当局はこの適応症について承認を与えると考えられる。 

If Drug A  

対照的に、内因性アラキドン酸を用いた実験では、アセチルサリチル酸に

対する酵素 A と酵素 B の感受性は同等であることが示された。 

In contrast, experiments  

高用量投与の一部の動物において、舌、鼻腔、食道の扁平上皮は皮膚

で観察されたものと同等の変化を示した。 

In some high  

テトラサイクリンとニコチンアミドの併用投与は、現在の最良治療と同等

（又はそれ以上の）奏効率を示すことが示されている。 

Tetracycline in combination  

薬剤 A と薬剤 B を個別に投与した場合も配合剤として投与した場合も、

それぞれの薬剤の薬物動態パラメータは同等であった。 

Pharmacokinetic parameters for  

中心静脈カテーテル又は末梢動脈カテーテルを用いた経肺熱希釈法も

同等の正確性があると判断されるが、普及していない。 

The transpulmonary thermodilution  

薬剤 A は、薬剤 B よりも低い投与頻度で（週 1～3 回に対して週 1 回又

は 2 週に 1 回）ヘモグロビン値を維持する効果が同等であった。 

Drug A maintained  

下痢及び軟便が認められた動物数及びその発現率は、対照群、低用量

群、中用量群のいずれのサルもほぼ同等であった。 

The number of  

最長 1 カ月間の反復投与試験では、ヒトで想定される最高治療用量と

同等又はそれを上回る用量で腎臓に対する影響はみられなかった。 

Multiple dose studies  

シクロホスファミドの連日経口投与とシクロホスファミドの月 1 回静脈内投

与を比較したランダム化治験では、寛解導入率はほぼ同等であることが

Randomized trials comparing  
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示されている。 

得られた有効性成績は、3 カ月後及び 12 カ月後の急性拒絶反応発現

率、グラフトロス発生率、死亡率の点で背景対照値と同等であった。 

The achieved efficacy  

ヘモグロビン、血小板、白血球がベースラインからグレード 3 又は 4 にシフト

した被験者の割合は各投与群とも同等であった。 

The percentage of  

有害事象及び重篤な有害事象を示した被験者の割合は、65 歳未満の

被験者及び 65 歳以上の被験者の両方とも同等であった。 

The proportion of  

薬剤 A は、ウイルス性出血熱を引き起こすウイルス A 及びウイルス B に対

して、リバビリンと同等の抗ウイルス活性を示した。 

Drug A showed  

方法 1 及び方法 2 で製造された原薬《製法 1 及び製法 2 による原薬》

の品質の同等性は、ロット分析及び安定性試験によって確認された。 

Equivalence in quality  

雌では、被験物質投与群における交配前の体重、体重増加量、摂餌

量は対照値と同等であった。 

In females, body  

雌では、10mg/kg 以上において投与 5 時間後のプロラクチン値が比較的

高かったが、その上昇幅はいずれの用量群もほぼ同等であった。 

In females, prolactin  

期間が 12 週間の他の実薬対照試験において、薬剤 A 200mg の 1 日 2

回投与と薬剤 B 500mg の 1 日 2 回投与又は薬剤 C 800mg の 1 日 3

回投与の効果は同等であった。 

In other active-controlled  

トランスジェニックマウスでは末梢神経の再生速度がプレコンディショニング

神経損傷によって引き起こされる程度と同等にまで高められた。 

The rate of  

動物に催奇形性を引き起こす薬剤 A の曝露量は、申請用法・用量で薬

剤 A が投与されたヒトにおける曝露量と同等である。 

The Drug A  

薬剤 A と薬剤 B の併用投与は、標準的な 3 剤併用療法と同等あるい

はそれ以上の移植片拒絶反応抑制効果を示した。 

A combination of  

90％信頼区間が同等性の範囲（0.8、1.25）に完全に入っていれば、薬剤

A と薬剤 B は生物学的に同等であると判断される。 

Bioequivalence between Drug  

1 年後、薬剤 A 群は重大な心臓関連有害事象の発現率 7.0％を示し、

これは対照群で認められた発現率の 6.5％と同等であった。 

After one year,  

乳癌の女性では、申請されている薬剤 A バイオシミラーの投与により、薬

剤 A と比較して、24 週後に同等の全奏効率が得られた。 

Among women with  

「治療効果が同等」と評価された医薬品は、先発薬の代わりに使用して

も、同じ効果を示し、差はないと予想される。 

Drug products evaluated  

治験責任医師により治験薬に起因するとされた有害事象の被験者数

は、薬剤 A 群及び薬剤 B 群とも同等であった。 

The number of  

6 カ月後のリツキシマブ投与患者における寛解導入率はシクロホスファミド

投与患者と同等であった（それぞれ 64％及び 53％）。 

At six months,  
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これらの用量では、患者における平均 Cmax 値は健康被験者での観測

値と同等であった（1.0mg/kg 及び 2.0mg/kg でそれぞれ 2000ng/mL 及び

4000ng/mL）。 

The mean Cmax  

治験用機器免除《IDE》試験では、手技後の 6 カ月間に薬剤コーティング

バルーンと標準バルーンによる開存性は同等であった。 

One investigational-device-exemption trial  

腫瘍奏効率が薬剤 A 及び薬剤 B で同等であることが示されていれば、

規制当局はこの新規適応症についての迅速承認を与えるかもしれない。 

If the tumor  

投与経路を問わず、未変化体及びその主代謝物の曝露量はヒトの場合

と同等であるか、それ以上でなければならない。 

Regardless of the  

これらの薬物動態パラメータの幾何平均値の比に関する 90％信頼区間

は生物学的同等性の認容範囲（0.8000、1.2500）を逸脱していた。 

The 90% confidence  

経口投与による推奨維持用量である200mgでは3mg/kgの静脈内投与

と同等の薬剤 A 曝露量となり、300mg の経口投与では 4mg/kg の静脈

内投与と同等の曝露量となる。 

The recommended oral  

18 カ月後に完全寛解で推移していた患者の割合は、リツキシマブを含む

寛解導入療法もシクロホスファミドを含む寛解導入療法も同等であった

（それぞれ 39％及び 33％）。 

At 18 months,  

薬剤 A は国際標準化比（INR）及び活性化部分トロンボプラスチン時間

（aPTT）を高め、その程度は雌雄ドナーのどちらの血漿でも同等であった。 

Drug A increased  

結論として、薬剤 A が原因の過敏症反応は、発現率及び重症度の点で

他のモノクローナル抗体に関する公表データと同等である。 

In conclusion, hypersensitivity  

薬剤 A のクリアランスは薬剤 B の概ね半分であり、したがって、分布容積

が同等であるので、薬剤 A の半減期は薬剤 B よりも長い。 

The clearance of  

これらの研究者がウイルス学的失敗《ウイルス学的応答の欠如》以外の

理由で試験中止となった被験者を除外したところ、奏効率は男女とも同

等であった。 

When the researchers  

薬剤 A 10mg/kg/日が 20 カ月間以上投与されたラットでは、胃粘膜の石

灰化の発現率が同等の年齢の対照ラットよりも高かった。 

In rats given  

直径 5cm の腹部大動脈瘤がある女性における破裂のリスクは直径 6cm

の腹部大動脈瘤がある男性と同等である。 

The risk of  

薬剤 A 群では、服薬遵守率が投与期間中に眼疾患の再発を示した患

者とそうでない患者で同等であった。 

In the Drug  

対照的に、ミエロペルオキシダーゼ-ANCA が陰性化した患者の割合はリツ

キシマブ群及び対照群とも同等であった（それぞれ 40％及び 41％、P＝

0.95）。 

In contrast, equivalent  

悪性腫瘍の発生率は薬剤 A が投与された被験者及び薬剤 B が投与さ

れた被験者の両方とも同等で、慢性 HBV 感染患者で公表《発表》され

The rate of  
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ている発生率と一致した。 

以上の結果が示すように、製法 1 と製法 2 で製造された有効成分は同

等・同質であり、安全性又は有効性に影響を与えるような差異はなかっ

た。 

The above results  

薬剤 A の標準品が利用不可能であるため、その数量化は薬剤 B の検量

線を用いることで行った（消衰係数は同等と仮定した）。 

Due to the  

薬剤 A の臨床開発中に in vivo における同等性・同質性評価を必要とす

るようなマスターセルバンクの変更あるいは製剤の大幅な変更はなかった。 

There were no  

比較薬物動態試験により、カニクイザルにおける薬物動態の点で新規の

製剤と従来の製剤の間の同等性が証明された。 

A comparative pharmacokinetic  

血清中エストラジオール濃度が月経周期の中間卵胞期と同等の値に低

下するまで次の移植を行ってはならない。 

Implantation should not  

帰無仮説では、10 日目に眼圧がベースラインよりも 2mmHg 以上低下し

た患者の割合は各投与群とも同等であると仮定した。 

The null hypothesis  

試験中に必要とされる緩和手術（又は同等の処置）は、医学的に必要

である場合、治験責任医師の判断で実施できることとした。 

Any palliative surgery  

しかし、この国内第 III 相試験で用いた 10mg 錠と 20mg 錠の生物学的同

等性を溶解試験のみで説明するのは困難である。 

However, it is  

本試験では薬剤A による傾眠及び浮動性めまいの発現率はプラセボと同

等であり、最近実施された試験の結果と一致する所見であった。 

In the study,  

 

薬剤 A、薬剤 B、薬剤 C の血漿中における Cmax 及び時間ゼロから無限

時間まで外挿した AUC（AUC(0-INF)）の平均値は 2 つの製剤で同等で

あった。 

Mean plasma Cmax  

年齢別（65 歳未満又は 65 歳以上）に層別化した被験者でも、椎体骨

折の既往の有無別に層別化した被験者でも、それらのレベルは同等であ

った。 

The levels were  

一方、試験 A の被験者の身長は試験 B と同等であったが、試験 A の体

重及び BMI のほうが試験 B よりも大きかった。 

On the other  

薬剤 A が投与された患者の 90％で血糖値の正常化が達成されたことか

ら、その効果は薬剤 B と同等か、あるいは薬剤 B よりも大きいと考えられ

る。 

The achievement of  

「剤型が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」

（2001 年 5 月 31 日 医薬審発第 783 号） 

"Guidelines for Bioequivalence  
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薬剤 A・薬剤 B 配合剤と各剤は、薬剤 A 及び薬剤 B の全身曝露量の

点で生物学的に同等であることが示されている。 

The Drug A/Drug  

投与との因果関係はすべての症例で否定できなかったが、プラセボ群でも

同等の頻度の有害事象が認められたことに注意が必要である。 

Although a relationship  

薬剤 A 10mg/日の投与は、ABC 値の低下幅及び正常化率の点で薬剤

B 又は薬剤 C の投与と臨床的に同等と思われた。 

Treatment with Drug  

薬剤 A 及び薬剤 B は同等の効力を示したが、一部のブドウ球菌及び腸

球菌に対する薬剤 A の最小発育阻止濃度は薬剤 B よりもわずかに低か

った。 

Drug A and  

表 1 に概略を示すように、カペシタビン＋シスプラチン療法による生存期間

及び効果のデータは ABC 等の 3 剤併用化学療法の成績と同等である。 

As outlined in  

薬剤 A は重度腎機能障害の患者に安全に投与することができ、奏効率

及び毒性は重症度が比較的低い腎機能障害の患者でみられるものと同

等である。 

Drug A can  

治験薬投与前の 90 日以内に 1 単位以上（約 450mL）の献血を行った

か、それと同等量の血液が急激に失われた被験者。 

Subject has donated  

ワルファリン及び直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）とも、3 年後の脳卒

中発生率及び全死因死亡率《総死亡率》は同等と思われるが、DOAC

では大出血のリスクが低下すると思われる。 

Warfarin and direct  

薬剤 A は腫瘍奏効率の点でのみ薬剤 B と同等であることが示され、無増

悪期間の点で同等でないならば、申請適応症について迅速承認が与え

られない可能性がある。 

If Drug A  

この所見から、鎌状赤血球症の患者ではクリアランスが増加しているた

め、同等の血漿中濃度を達成するには、高用量のモルヒネを高頻度に投

与する必要があると考えられる。 

This observation suggests  

粉末注射剤の場合，微粒子試験用水に溶解する．微粒子試験用水が

適当でない場合，微粒子について微粒子試験用水と同等の他の適当な

溶剤を用いることができる． 

Powders for parenteral  

健康関連 QOL を現在市販されている治療薬でみられる改善と同等以

上に改善させることは、疾患 A の患者の治療における重要な目標であ

る。 

At least comparable  

完全奏効や部分奏効など効果判定基準に類似性があることを考慮する

と、IMWG 基準による結果は EBMT 基準が用いられた治験と同等になる

はずである。 

Given the similarity  

長い大腿膝窩動脈疾患において、カバードステントによる血管内治療のリ

スクはベアメタルステント（BMS）と同等であるが、有効性は上回るという仮

説を検証した。 

The hypothesis that  
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乳癌については、累積ハザード関数は最初の 3 年間を通じて同等である

が、その時点から薬剤 A の曲線はプラセボの曲線よりも急速に上向きにな

っている。 

For breast cancer,  

10µM 未満の基質濃度で得られたデータを当てはめると、見かけの Km 値

は 5.0µM となり、これは天然型ヒト肝ミクロソームで認められた値と同等で

あった。 

Fitting the data  

最も重度の後遺障害を伴う脳卒中を示した脳出血患者では、脳卒中の

重症度が同等のとき、脳梗塞の患者よりも回復度が有意に大きかった。 

The intracerebral hemorrhage  

この単剤投与試験は FDA の依頼で会社Ａによって開始されたもので、試

験 A の患者集団と同等・同質の患者集団において薬剤 A 単独投与が

有効かどうかを評価するために行われた。 

This single-agent study  

現地の検査機関における検査が NTRK 融合遺伝子陽性であった患者の

検体を用いて ABC 検査との同等性を評価したところ、陽性一致率は

80.0％であった。 

Using the samples  

本試験の目的は、未治療の子宮内膜癌の女性を対象に、腹腔鏡下子

宮全摘出術が腹式単純子宮全摘出術と同等かどうかを検討することで

ある。 

The objective of  

被験者は、QTcF が 30msec 未満に戻るまで経過観察される（冠疾患集

中治療室《CCU》又は集中治療室《ICU》と同等のケアが可能な病棟な

どで）。 

The subject will  

有害事象は、薬剤 A に対する平均曝露期間がプラセボよりも最大 3 倍

長かったにもかかわらず、薬剤 A の投与を受けた患者にプラセボの投与を

受けた患者と同等の割合で報告された。 

Adverse events were  

申請者は、母動物及び出生児における血清中薬剤 A 濃度から、胎児と

母動物の薬剤 A 曝露量は妊娠第 3 三半期に同等であったことが示唆さ

れると述べた。 

The applicant stated  

奇形が認められたときの薬剤 A の最低用量では、妊娠ラットの全身曝露

量が推奨用量で予想されるヒトの薬剤 A 曝露量と同等か、あるいはそれ

よりも低かった。 

The lowest dose  

本試験における投与開始前のスクリーニング時の体重に基づき、被験者

には親試験と同じ用量又は薬理学的に同等の用量（mg/kg/週）を投与

した。 

Subjects received either  

このような患者を対象とした比較試験により、薬剤 A は薬剤 B と治療上

同等であるが、忍容性は優れていることが示されており、特に不快な口渇

の発現頻度の点で顕著である。 

Comparative studies in  

有害事象の発現頻度及び程度は薬剤 A 投与時も薬剤 B 投与時も同

等であったが、いずれの実薬でも有害事象の発現率はプラセボよりも高か

った。 

The frequency and  

抗薬剤 A 抗体反応陽性の雌では、薬剤 A に対する全身曝露量が本試

験及び反復投与トキシコキネティクス試験における平均曝露量と同等で

Females with positive  
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あった。 

血管肉腫の増加が認められた最低用量を投与したマウスにおける薬剤 A

の血漿中曝露量（AUC）は最大推奨用量である 600mg/日によるヒト曝

露量とほぼ同等であった。 

Plasma Drug A  

主たる解析（投与終了から 12 週間後）により、カンジダ血症の治療におい

て、アムホテリシン B 投与後にフルコナゾールを投与する投与法と薬剤 A

は同等であることが証明された。 

The primary analysis  

クエン酸緩衝薬剤 A 製剤及びリン酸緩衝薬剤 A 製剤は 100mg/kg の投

与後に生物学的に同等であることが健康被験者で証明されている。 

It has been  

この植物抽出物の止痢作用は、現在最も有効で、広く用いられている止

痢薬である標準薬のロペラミドと同等ではない。 

The antidiarrheal activity  

60kg の体重を基準に投与量を標準化したとき、日本人被験者のパラメ

ータのすべてが米国人の数値とほぼ同等であった。 

When the doses  

ヨーロッパ試験の併用投与群における無増悪期間（TPP）の中央値は米

国試験よりも長かったが、3、6、9 カ月後における無増悪生存率は同等で

あった。 

The median time  

有色ラットに¹⁴C 標識薬剤 A 20mg/kg を単回経口投与したときの組織分

布は、全身オートラジオルミノグラフィーで測定したとき、白色ラットと同等で

あった。 

The tissue distribution  

最高血漿中濃度到達時間（tmax）について求めた信頼区間から、両製

品は薬剤 A の最高血漿中濃度到達時間の点で生物学的に同等である

ことが証明された。 

Confidence intervals generated  

ラットの骨粗鬆症モデルにおいて、薬剤 A と薬剤 B の合剤を 2 カ月間連

日経口投与したときの骨形成は PTH を連日注射したときの骨形成と同

等であった。 

In a rat  

本品をただ単純に交付しただけの試験や詳細な個別指導を行わずに本

品を与えた試験では、禁煙率が未治療の患者の禁煙率と同等であった。 

In studies in  

これらの投与に関連した影響は、幼若ラットの肺で平滑筋肥大が存在し

なかったことを除いて、同用量で成熟ラットにみられた影響と同等であっ

た。 

The treatment-related effects  

本試験の目的は、ソフトコンタクトレンズ装用者を対象に、治験品である

コンタクトレンズ洗浄液と市販のコンタクトレンズ用液の同等性を証明する

ことである。 

The purpose of  

有効成分、投与経路、適応症が既承認医薬品のものと同じであるとき、

医薬品の同等性及び服薬遵守に関する審査の後、医薬品医療機器

総合機構が審査に着手する。 

When the active  
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薬剤 A 100mg/kg の単回静脈内投与後に光毒性が認められたが、同用

量で比較したとき、その重症度は SPFX 及び CPFX よりも弱く、LVFX と

同等であった。 

The phototoxicity was  

ベースラインにおける投与群の同等性・同質性は、定性的項目にはχ2

検定、定量的項目には一元配置の分散分析を用いて検討する。 

Baseline comparability among  

この併用療法はこのモデルで有効であったことから、混合感染の治療で有

用であることが示されただけでなく、用量を基準に比較して、標準的治療

と同等の効果を示した。 

Not only was  

妊娠 18〜20 日目におけるこれらの群の体重増加量は対照動物の体重

増加量と同等であったことから、薬剤投与動物では投与中止後に回復し

たものと考えられた。 

On gestation days  

日本人被験者における曝露量が米国人被験者における曝露量と同等

になる条件下において、米国人被験者の分解速度定数は日本人被験

者よりも高かった。 

Under the condition  

患者及び対照例の両方において、セロトニン受容体結合能と年齢には

著しい負の相関関係があり、その相関関係の程度は両群とも同等であっ

た。 

There was a  

薬剤 A 投与患者とプラセボ投与患者において好中球数・時間曲線下面

積が類似していたことから、薬剤 A 群及びプラセボ群における化学療法の

強度は同等と考えられた。 

Comparable intensity of  

糖尿病の患者における薬剤 A の薬物動態は、経口ブドウ糖負荷試験

（OGTT）の 15 分前に 10mg の用量が投与された健康被験者に認められ

たものと概ね同等であった。 

The pharmacokinetics of  

この投与群の被験者6例の各被験者には、体重1kgあたり薬剤A 0.1mg

が2mg/分の速度で点滴静注され、残りの被験者2例には同等の容量の

生理食塩液が投与された。 

The 6 subjects  

このように薬剤 A は第 Xa 因子に対する親和性及び選択性が高いため、

強力な抗血栓作用を示し、安全性及び忍容性のプロファイルは現在利

用可能な治療薬と同等になると予想されている。 

The high affinity  

モルヒネと比較して、薬剤 A は第 1 相で疼痛行動に対する軽減効果が同

等であったのに対して、第 2 相における本剤の効力はモルヒネの 1/4 であっ

た。 

In comparison with  

本試験において、我々はうつ病患者 20 例及び同等の年齢の健康対照

20 例を対象に、ポジトロン断層撮影法（PET）及びフッ素 18 標識セトペロ

ンを用い、脳内セロトニン受容体を評価した。 

In this study,  

「標準製剤」は、臨床試験によって治療上の有効性及び安全性が確立

された製剤又はヒト試験によって生物学的同等性が証明された製剤と定

義される。 

The "standard formulation"  

試験参加の前に、ビスホスホネートは同等の人数の被験者に投与されて

いたところであり、薬剤 A 群及び薬剤 B 群の被験者のそれぞれ 30％及び

Prior to study  
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31％にこれらの薬剤が投与されていた。 

正常な体内では酵素の分解は生合成と平衡状態にあり、分解速度定

数（kdeg）は生合成速度定数と同等と考えられる。 

In the normal  

血清の提供から癌の診断までの経過時間の中央値は、胃リンパ腫の 2 つ

の患者グループでは同等であったが、非胃リンパ腫のグループでは有意に

短かった。 

The median interval  

この差が生じたのは、F1 雄の体重は成長期を通じて対照値よりも低い状

態が続いたのに対して、F1 雌の体重は同期間に対照値と同等であったた

めであった。 

This difference occurred  

ラットとヒトが薬剤 A の催奇形性作用に対して同等の感受性を示すと仮

定すると、上記の量はラットにおける催奇形性誘発用量の約 1/100,000

となる（女性の体重を 60kg と仮定した場合）。 

Assuming that rat  

本邦で市販されている MPO-ANCA ELISA は ANCA 関連血管炎の診

断において高い感度及び特異度を示し、欧州の ELISA と同等の診断的

価値を示した。 

The MPO-ANCA ELISAs  

薬剤 A の AUC0-t 及び Cmax については、これらの薬物動態パラメータの

90％信頼区間が生物学的同等性の認容範囲である 80～120％

（AUC0-t の場合）及び 70～140％（Cmax の場合）を逸脱していたことか

ら、生物学的同等性は証明されなかった。 

Bioequivalence was not  

¹⁴C 標識薬剤 A をヒト有機アニオン輸送ポリペプチド（OATP）1B1 発現細

胞及び 1B3 発現細胞とインキュベートしたとき、これらの細胞の放射能取

り込み量は非発現細胞のものと同等であった。 

Following incubation of  

公表文献資料を用いた比較評価には限界があるが、薬剤 A の止血効

果は薬剤 B を含む既存の FVIII 製剤の止血効果と同等と思われる。 

Although there are  

モノクローナル抗体 A と薬剤 A は抗原結合部位のアミノ酸配列が共通し

ており、VEGF に対する結合特性等が極めて類似していることから、両者

の薬理活性は同等である。 

As Monoclonal Antibody  

飽和脂肪酸に由来するエネルギーの 5％を多価不飽和脂肪酸及び一不

飽和脂肪酸に由来する同等のエネルギーで置き換えると、それに伴い死

亡率がそれぞれ 27％及び 13％低下した。 

Replacing 5% of  

薬剤 A 投与患者及びプラセボ投与患者における有害事象の発現率は

同等であり（それぞれ 90.0％及び 85.0％）、有害事象による中止率も同

等であった（それぞれ 5.0％及び 4.5％）。 

The incidences of  

本試験の目的は、プライマリケアにおいて精神障害を診断するに当たり、

自記式質問票が医師記入式質問票と同等の妥当性及び有用性を有

するかどうかを確認することである。 

The purpose of  

本試験において薬剤 A の投与で認められた有効性の欠如《効果不十

分》又は有害事象による中止率（25％）は、プラセボ対照試験において薬

The discontinuation rate  
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剤 B で報告されている中止率である 30％及び 31％と同等であった。 

中等度の肝機能障害の患者における 50mg 投与時の曝露量は正常肝

機能の患者における 100mg 投与時の曝露量と同等であるため、精神障

害のリスクがさらに高くなる懸念がある。 

As the exposure  

薬剤 A の投与を受けた被験者で最も高頻度に報告された有害事象は

頭痛、上気道感染症、鼻咽頭炎で、それらのいずれも発現頻度が薬剤

B 群と同等であった。 

The most frequently  

シクロホスファミドによる寛解導入に続いてアザチオプリンによる寛解維持を

行ったところ、疾患フレアの予防効果がシクロホスファミドの長期投与と同

等であることが本試験で証明された。 

The study demonstrated  

これらの生物薬剤学試験の主要目的は、申請されている治療用量範囲

における用量線形性又は用量比例性を評価すること、並びに製剤間の

生物学的同等性を証明することであった。 

The main objectives  

薬剤 A は有効性が他の一次抗てんかん薬と同等で、有害事象による投

与中止を基準に判断するとき、忍容性プロファイルはフェニトインよりも統

計学的に有意に優れていることが示されている。 

It has been  

全体として、ベースラインの人口統計学的特性（年齢、性別、人種）は核

酸アナログ未治療集団及び薬剤 A 無効集団の両者とも同等であり、各

集団の投与群間においても同等であった。 

Overall, the baseline  

1 回あたりの平均排尿量はベースライン時にトルテロジン ER 群及びプラセ

ボ群とも同等であったが、1、4、12 週目には両群で増加した（プラセボ群

で減少した 12 週目を除く）。 

The mean voided  

喘息では、Product A の肺機能に対する効果は、成人において別々の吸

入器を用いて薬剤 A と薬剤 B を併用投与した場合と臨床的に同等であ

り、成人及び思春期児において薬剤 A を単独投与した場合を上回った。 

In asthma, the  

鉄負荷ラットに 10 週間連日経口投与したところ、肝臓に対する薬剤 A の

長期鉄除去作用《除鉄作用》は当該用量の約 2 倍の用量で薬剤 B を

皮下投与したときと同等であることが示された。 

Daily oral administration  

FDA は、このデバイスのデータについて、デノボ分類プロセス（リスクが軽度

ないし中等度の新規デバイスで、合法的に市販されているデバイスと実質

的に同等ではないデバイスに適用される手続き）により審査した。 

The FDA reviewed  

男性被験者における薬剤 A の血漿中濃度推移及び薬物動態パラメータ

は女性被験者のものと同等であったことから、性別の違いが薬剤 A の薬

物動態に影響を及ぼす可能性は低い。 

The plasma concentration  

米国食品医薬品局（FDA）の依頼により、薬剤 A の有効性は併用療法

と同等であるが、安全性プロファイルはより優れていると考えられたため、薬

剤 A は単独療法としても投与した。 

At the request  
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全体的に、皮膚反応の発現頻度は両投与群とも同等であったことから

（87.5％対 85.5％）、薬剤 A でみられるこれらの典型的な有害事象は薬

剤 B の併用投与によって悪化しないと考えられた。 

Overall, the frequencies  

これらのレビューアー《読影者》は、甲状腺ホルモン療法の中止後に得られ

たスキャン画像と比べて、甲状腺刺激ホルモンの投与後に得られたスキャ

ン画像が85％で同等（100例）又は優れる（5例）と評価し、15％で劣ると

評価した。 

The reviewers rated  

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」（平

成 12 年 2 月 14 日医薬審発第 64 号（平成 24 年 2 月 29 日薬食審査

発 0229 第 10 号により一部改正）） 

the "Guideline for  

「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン」（平

成 12 年 2 月 14 日付医薬審発第 67 号（平成 24 年 2 月 29 日付薬食

審査発 0229 第 10 号により一部改正）） 

the "Guideline for  

これらの結果から、日本人患者に薬剤 A を経口投与したときの薬剤 A の

薬物動態プロファイルは、同じ用法・用量で本剤を外国人患者に投与し

たときのものと同等と考えられる。 

These results suggest  

解析に利用可能な被験者数が少ないことによる限界はあるものの、検討

対象としたサブグループにおける薬剤 A の安全性プロファイルは許容できる

ものであり、解析対象の集団全体のものと概ね同等である。 

Within the limitations  

薬剤 A は平均余命の延長をもたらし、増分費用効果比は植込み型除

細動器（ICD）やコレステロール低下作用のあるスタチン系薬剤など広く受

け入れられている心血管系に対する他の治療介入と同等であった。 

Drug A increased  

原則として、逆浸透法によって精製した水の使用を推奨するが、これは当

該方法では、塩類だけでなく、留去することができない有機性混入物《夾

雑物》（水と同等の揮発性を持つものなど）も効果的に除去できるためで

ある。 

In general, we  

100mg/kg で認められた早期吸収胚及び着床後死亡の増加は、同群の

生存胎児数が対照値と同等に推移したことから、毒性学的意義は疑問

と考えられた。 

The increases in  

薬剤 A 濃度が異なる製剤の生物学的同等性を比較評価するため、外

国人健康成人（目標症例数 100 例、各群 50 例）を対象にランダム化非

盲検並行群間比較試験を実施した。 

A randomized, open-label,  

エポキシ樹脂については、他の医療機器で同等の条件において使用実

績があり、周辺組織と直接接触することがないことから、細胞毒性試験及

び溶血毒性試験以外の試験は省略した。 

For epoxy resin,  

一方、非貧血患者 8 例（リンパ腫又は白血病が 4 例、固形癌が 4 例）

における血漿の赤血球増加作用は正常対照と同等であったが、貧血患

者の結果の間には有意差があった（p＜0.001）。 

In contrast, the  
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「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」（1997 年 12 月 22

日 医薬審第 487 号、2001 年 5 月 31 日 医薬審発第 786 号） 

 "Guidelines for  

30 日後における脳卒中及び全身性塞栓症の発生率は 0.8％、0.3％、

0.6％（ダビガトラン 110mg の 1 日 2 回投与とワーファリン投与の比較 P＝

0.71、ダビガトラン 150mg の 1 日 2 回投与とワーファリン投与の比較 P＝

0.40）で、経食道心エコー検査を受けた患者と受けなかった患者で同等で

あった。 

Stroke and systemic  

異なる培養スケールにおける培養特性及び物性を評価した結果、実生

産スケールと小スケールの生産培養特性及び産生された薬剤 A の物性

は同等であることが確認された。 

The assessments of  

 

RAVE 治験の組み入れ時に腎臓侵襲があった患者 102 例（そのうち 62

例は推算糸球体ろ過量（eGFR）が 30mL/min/1.73m²未満）を対象とし

た事後解析において、寛解率は両投与群とも同等であった。 

In a post-hoc  

化学療法単独による PFS 期間の中央値を 5.0 カ月間と仮定したとき、ハ

ザード比が 0.80 で治療効果が同等であるとの帰無仮説を棄却するための

検出力 80％を確保するには、第 1 種の過誤率が両側 5％として、500 件

の事象が必要である。 

The study requires  

マウスに薬剤 A 300mg/kg/日及びリバビリン 500mg/kg/日を投与したとき

の曝露量（AUC）は、ヒトにおける曝露量を上回ったが、マウスに VACV 

300mg/kg/日及び VGCV 30mg/kg/日を投与したときの曝露量（AUC）

はヒトにおける曝露量と同等であるか、それを下回った。 

The exposures (AUC)  

RITUXVAS 治験では、12 カ月後及び 24 カ月後における持続的寛解率

（疾患活動性が少なくとも 6 カ月間みられない状態と定義）がリツキシマ

ブ・シクロホスファミド併用投与群及びシクロホスファミド単独投与群とも同

等であった（それぞれ 76％及び 82％）。 

At 12 and  

プロテクトされていない左冠動脈主幹部（uLMCA）病変にパクリタキセル

溶出ステント及びシロリムス溶出ステントのどちらを植込んでも、安全かつ

効果的であり、これらの薬剤溶出性ステントのいずれによっても、同等の

臨床成績及び血管造影成績が得られる。 

Implantation of either  

現在、予防用にいくつかの第二選択薬はあるが、静注用ペンタミジンを含

む多くの薬剤は小児移植患者においてスルファメトキサゾール・トリメトプリ

ム合剤《ST 合剤》と同等の効果や安全性が報告されていない。 

Currently, there are  

薬剤 A では、健康関連クオリティ・オブ・ライフ（HRQoL）及び疾患関連症

状スコアの18 項目中16 項目において回復が見込めない悪化までの時間

（TUDD）が薬剤 B よりも延長し、認知機能及び経済的困難に関する

TUDD は薬剤 B と同等であった。 

Drug A demonstrated  
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透析非施行の患者は、薬剤A を静脈内又は皮下のどちらの経路で投与

しても、用量依存的かつ持続的なヘマトクリットの上昇を示し、ヘマトクリッ

トの上昇速度は薬剤 A をどちらの経路で投与しても同等であった。 

Patients not on  

バッチ B の Product A の 2 回吸入後における薬剤 A の全身バイオアベイ

ラビリティは Product B と同等であったが、バッチ A の Product A の 2 回吸

入後における薬剤 A の全身バイオアベイラビリティは Product B よりも高か

った。 

The systemic bioavailability  

薬剤 A の平均血清中濃度がヒトの臨床曝露量とほぼ同等に維持され、

かつ、器官形成期における抗薬剤 A 抗体及び抗原抗体複合体の曝露

量が最小限になるような用法・用量を選択した。 

The dosing regimen  

原薬及び製剤の製法変更時には、品質特性に関する同等性・同質性

評価が実施され、変更前後で原薬及び製剤は同等・同質であることが

確認されている。 

When the changes  

これらの試験の結果を調査したところ、皮膚反応の発現頻度及びその他

の特徴は、薬剤 A の単独投与を受けた患者、イリノテカンとの併用投与を

受けた患者、その他の化学療法剤との併用投与を受けた患者の別にか

かわらず同等であることが示された。 

Review of results  

薬物動態データにより、生後 2 週間から 1 歳未満の小児に 3mg/kg を 1

日 2 回投与した場合、承認用量が投与された年長の小児及び成人にお

ける濃度と同等またはそれ以上のタミフル濃度となったことが示された。 

Pharmacokinetic data indicated  

遠心分離後、直ちに上部の血清試料（約 1.5mL）を先細りの 2mL ポリプ

ロピレン製スクリューキャップ付きチューブ（ABC 又は同等品で基底部に自

立用の縁がついていないもの）に移し、試料分析のために分析施設に搬

送するまで-20˚C 以下で凍結保存する。 

Immediately after centrifugation,  

ザナミビル吸入剤のプラセボ対照臨床試験において現在の承認用量とそ

の 2 倍用量を比較したところ、合併症のないヒトインフルエンザの成人では

両用量とも忍容性がほぼ同等で、臨床効果又は抗ウイルス効果に差が

なかった。 

Placebo-controlled clinical studies  

したがって、ハザード比を 0.80 として、化学療法単独による全生存期間の

中央値を 10 カ月間と仮定したとき、80％の検出力及び 5％の第 1 種の

過誤率（両側）で治療効果は同等であるという帰無仮説を棄却するには

500 件の死亡が必要である。 

Thus, 500 deaths  

それぞれ 10～17 歳のヘテロ接合体型家族性高コレステロール血症の患

者及び8～17 歳の同患者を対象とした2 つの小児治験の母集団薬物動

態解析では、薬剤 A の曝露量は成人患者の薬剤 A 曝露量と同等か、

あるいはそれよりも低いと思われた。 

In a population  

当局の指示を踏まえて、申請者は、ジェネリック医薬品《後発医薬品》の

生物学的同等性試験ガイドラインに従ってヒト生物学的同等性試験を

行い、10mg 錠と販売申請される 20mg 錠について生物学的同等性が証

明されたと説明した。 

In response to  
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相対リスク《相対危険度》の低下幅は、虚血性の脳血管疾患の既往が

ある被験者と出血性の脳血管疾患の既往がある被験者、直近の脳血

管事象からすぐに募集された被験者と時間が経過してから募集された被

験者、東洋人から募集された被験者と欧米人から募集された被験者で

ほぼ同等と思われた。 

The relative risk  

急性心筋梗塞のイヌを用いた試験における非結合型薬剤Aの血漿中濃

度は22.0ng/mL（投与2 時間後）ないし19.0ng/mL（投与8 時間後）で、

これはヒトに 40 mg/日を投与したときの非結合型薬剤 A の Cmax

（20.0ng/mL）と同等であった。 

In the study  

薬剤 A では、健康関連クオリティ・オブ・ライフ（HRQoL）及び疾患関連症

状スコアの 18 項目中 14 項目において初めての悪化までの時間（TTD）が

薬剤 B と同等で、身体機能、呼吸困難、食欲不振、EQ-5D ビジュアル

アナログスケールスコアに関する TTD は薬剤 B よりも延長した。 

Drug A demonstrated  

しかし、ラットに¹⁴C 標識薬剤 A を 20mg/kg で経口投与したとき、気管中

の放射能濃度（0.5 時間後に 20.0µg eq./g）は肺内の放射能濃度（1 時

間後に 21.0µg eq./g）と同等であり、血漿中放射能濃度の推移と平行し

た推移を示した。 

Following oral administration  

被験製品と比較製品の同等性・同質性を評価するための主要評価項

目は、薬剤 A 及び薬剤 B の両方について投与 24 時間後まで測定したと

き、時間ゼロから血漿中濃度の定量が可能な最終時点までの血漿中濃

度・時間曲線下面積（AUClast、pg*hr/mL）とした。 

The primary endpoint  

製造所又は製造工程が異なる原薬から製造された製剤の生物学的同

等性を比較評価するため、外国人健康成人（目標症例数 100 例、各

群 50 例）を対象にランダム化非盲検並行群間比較試験を実施した。 

A randomized, open-label,  

ラット及びサルに¹⁴C 標識薬剤 A 20mg/kg を単回経口投与し、0.5 時間

後に全身オートラジオルミルノグラムを入手したところ、鼻腔周辺組織、咽

頭、喉頭、気管（サルのみ）に移行した放射能は肺よりもやや低値又は同

等であった。 

The whole-body autoradioluminograms  

日本人健康成人男性被験者（目標症例数 20 例（各群 10 例））を対象

に、薬剤 A の 100mg 錠と 200mg 錠の生物学的同等性を検討するため、

400mg（100mg 錠×4 又は 200mg 錠×2）を投与する 2 剤 2 期ランダム

化クロスオーバー試験が国内 1 施設で実施された。 

A two-treatment, two-period,  

両群における多形核細胞中の平均亜鉛値は対照群の数値と同等であ

ったが、成績を合わせ、肝予備能別にグループ分けしたとき、肝損傷が重

度の患者（グレード C）は多形核細胞中の亜鉛値がグレード A 又はグレー

ド B の肝損傷の患者よりも低かった。 

The mean polymorphonuclear  

1 カ月投与試験では、網状赤血球数が 300mg/kg/日群で 1 週間投与

後に対照群の約半分に減少したが、2 週目以降にさらに減少することは

なく、投与期間の終了時には対照群と同等のレベルとなった。 

In the 1-month  
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また、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライ

ン」（平成 18 年 11 月 24 日薬食審査発第 1124004 号別紙 2）にしたが

って、薬剤 A 100mg 錠 2 錠と薬剤 A 200mg 錠 1 錠の溶出性を比較す

る溶出試験が実施された。 

In addition, the  

活性炭の非存在下、時間 0 から測定可能な薬剤濃度の最終時点まで

の血漿中濃度・時間曲線下面積（AUC0-t）及び時間 0 から無限時間ま

での血漿中濃度・時間曲線下面積（AUC0-∞）の信頼区間（CI）は生

物学的同等性の許容範囲内（80～125％）であった。 

In the absence  

QLQ-C30 を指標としたとき、薬剤 A では平均追跡調査期間（46 週目）

において健康関連クオリティ・オブ・ライフ（HRQoL）及び疾患関連症状スコ

アの 18 項目中 14 項目でベースラインからの変化量が薬剤 B と同等であ

り、身体機能、疲労、呼吸困難、便秘については HRQoL 及び疾患関連

症状スコアが薬剤 B よりも良好であった。 

Drug A demonstrated  

インスリンアナログの承認申請時に提出された非臨床データにより、インス

リンアナログによる細胞増殖の程度はヒトインスリンによるものと同等である

ことが証明され、したがって、承認申請審査時において、特別な注意事

項を添付文書に含める必要はないと結論づけられた。 

The nonclinical data  

10mg 錠と販売申請されている 20mg 錠の生物学的同等性は原則として

生物学的同等性ガイドラインに従って確認する必要があることを考慮し

て、当局は、10mg 錠と 20mg 錠の生物学的同等性を説明するため、「後

発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従ってヒト生物学的同

等性試験を行うよう申請者に指示した。 

Considering that as  

 

 

 

 

 


